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団体名 担当者名 市町 電話 Eメール HP 教室名 会場 内容 実施日時 対象の学習者 費用 申込方法

17
一般財団法人
静岡市国際交流協会

多々良真衣 静岡市 054-273-5931 same@samenet.jp www.samenet.jp 生活日本語教室
しずおか焼津信用金庫
追手町ビル4階　会議室
（静岡市葵区追手町3-11）

静岡市での生活に密着した教材及びカリキュラムを使
用し、クラス形式で日本語を学ぶ。クラスメイトであ
る学習者や日本人との会話や交流を通して、生活に根
付いた日本語を身につける。

毎週土曜
17:30～19:00

大人 330円／回
事前に主催団体へ
連絡

18
日本語ボランティア
「ひらがな」

斎藤、鈴木 静岡市

070-1648-4050
（斉藤）
070-1641-4050
（鈴木）

ひらがな
葵消防署5階
（静岡市葵区追手町6-2）

個人レッスン。学習者のレベル、ニーズに合わせる。

月曜日、火曜日
9:00～16:30
水曜日、木曜日
13:00～16:30
週1、2回（1回60分）

日本に定住する
外国人とその子
ども

500円／回
申込金1,000円

事前に主催団体へ
連絡

19 日本語共学「葵の会」 深沢 静岡市

054-272-0619
（深沢）
※月～金
18：00～20：00

日本語共学「葵の会」 個人レッスン。学習者のレベル、ニーズに合わせる。 応相談（1回90分） 誰でも 1,000円／回 電話で申込み

20 いはら・にほんごの会 望月恭予 静岡市 054-375-3764
nihongoihara@gmail
.com

いはら・にほんごの会
蒲原生涯学習交流館
（清水区蒲原新田1-21-1）

グループレッスン　個人レッスン
木曜　19：00～20：30
平日　昼

大人 2,000円／10回
事前に主催団体へ
連絡、直接会場へ

22 にほんご畑 平野磨紀 静岡市 070-5449-7674
nihongo2010aiueo@
gmail.com

にほんご畑 静岡市葵区上足洗2丁目
あいうえお（初級）～上級者まで、受講者の要望に合
わせる。マンツーマンレッスン。

月曜～金曜（土日祝休
み）
9：00～21：00
週1回（2時間）

大人 3,000円／8回
事前に主催団体へ
連絡（受講前に面
接あり）

静岡市 にほんご畑・宿題寺子屋 静岡市葵区上足洗2丁目
小学生の学校の宿題のお手伝い。就学前児童の平仮名
の学習もできる。グループレッスン。

木曜　15：30～18：30
※好きな時間に来て、
好きな時間に帰る。

小学生
2,000円／4回
（前払い）

事前に主催団体へ
連絡（受講前に親
子面接あり）
※子どもの送迎な
し

23 スペースＭ 三浦 静岡市 080-9117-2321
r-502miu@i.soft
bank.jp

スペースＭ
静岡市葵区川辺町2-3-21
もえぎ1階

個人レッスン。学習者のレベル、ニーズに合わせる。
学習者と相談の上決定
（1回90分）

大人 1,000円／回
事前に主催団体へ
連絡

24 グローバル　にほんご 名倉培之 静岡市 090-1758-2706
global.shizuoka@
gmail.com

https://www.facebook.c
om/global.nihongo/

グローバルにほんご
静岡市番町市民活動センター
2階フリースペース
（静岡市葵区一番町50）

学習者の希望にあわせて個別に学習を支援する。学習
者の多様な希望に応えられるよう、対応する。

第2、第4火曜
19：00～21：00

誰でも
無料（教材は学
習者が負担）

事前に主催団体へ
連絡

25
日本語ボランティア
「にほんごおさだ」

大長 静岡市 054-281-6904 にほんごおさだ
長田生涯学習センター
（静岡市駿河区寺田131-1）
※応相談

個人レッスン。学習者のレベル、ニーズに合わせる。 応相談（1回90分） 大人 300円／回
事前に主催団体へ
連絡

26 清水日本語交流の会 鵜飼俊江 静岡市 050-5435-9006
shimizu.nihongo.19
90@gmail.com

https://shimizu-
nihongo.wixsite.com/home

火曜コース
岡生涯学習交流館
2階　講義室
（静岡市清水区桜が丘町7-1）

マンツーマンまたは少人数でレッスン。内容は学習者
の希望に応じる。例：会話、ひらがな、かたかな、漢
字、日本語能力試験の勉強

火曜　19：00～20：30
2020年度
【2期】9月～11月（全
11回）
【3期】1月～3月（全
10回）

誰でも

各期300円×回数
（1回ずつの場合
は400円）
※2020年度に限
り、1回300円を
毎回集金

事前に主催団体へ
連絡

静岡市 金曜コース
辻生涯学習交流館
2階　会議室3
（静岡市清水区宮代町5-75）

マンツーマンまたは少人数でレッスン。内容は学習者
の希望に応じる。例：会話、ひらがな、かたかな、漢
字、日本語能力試験の勉強

金曜　10：00～11：30
2020年度
【2期】9月～11月（全
12回）
【3期】1月～3月（全
10回）

誰でも

各期300円×回数
（1回ずつの場合
は400円）
※2020年度に限
り、1回300円を
毎回集金

事前に主催団体へ
連絡

静岡市 土曜コース
辻生涯学習交流館
2階　講義室
（静岡市清水区宮代町5-75）

マンツーマンまたは少人数でレッスン。内容は学習者
の希望に応じる。例：会話、ひらがな、かたかな、漢
字、日本語能力試験の勉強

土曜　19：00～20：30
2020年度
【2期】9月～11月（全
11回）
【3期】1月～3月（全
10回）

誰でも

各期300円×回数
（1回ずつの場合
は400円）
※2020年度に限
り、1回300円を
毎回集金

事前に主催団体へ
連絡

mailto:shimizu.nihongo.1990@gmail.com
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静岡市 プライベートレッスン 応相談 学習者の要望に合わせた指導を行う。 応相談 誰でも

1回90分
1人　1,000円
2人以上　500円
（各人）

事前に主催団体へ
連絡

静岡市 企業レッスン 応相談 私製の「企業用語集」を活用した日本語指導を行う。 応相談 企業で働く人
2,000円／回
（1～4人）

事前に主催団体へ
連絡

静岡市 学校ボランティア 子どもの在籍校 小中学生、学校の要望に合わせた日本語指導を行う。 通学校と相談の上決定 児童・生徒
300円／回
※要確認

事前に主催団体へ
連絡

27 焼津日本語教室　 鈴木 焼津市 090-4466-8094 焼津日本語教室
港公民館
（焼津市石津港町40-1）

学習者のレベルやニーズ等によりグループに分かれ、
日常生活に必要な日本語を学習する。

第1～第4金曜
19：00～21：00

大人・子ども 無料 直接会場へ

村松 焼津市
090-6333-9474
（村松）

やいづにほんご教室
大村公民館
（焼津市大覚寺3-5-5）

学習者のレベルやニーズ等によりグループに分かれ、
テキストを使い、日常生活に必要な日本語を学習す
る。また、子どもの宿題、学習の補助も行う。

第2、第4土曜
10：00～11：30

大人・子ども 無料
担当者へ電話申し
込み

28
多文化共生を考える焼
津市民の会「いちご」

谷澤勉 焼津市 090-6590-4178
blowininthewind2
014-
15@yahoo.co.jp

http://yaizu-
ichigo.jimdo.com/

放課後ひろば
利右衛門コミュニティ防災セン
ター（焼津市利右衛門2559-2）

外国にルーツを持つ子どもたちに、日本語指導や学習
支援を行う。

土曜
10：00～12：00

子ども
（小・中学生）

無料
事前に主催団体へ
連絡、または直接
会場へ

29 にほんごひろばやいづ 池田友香理 焼津市 090-8135-0839
nihongohirobayai
zu@gmail.com

nihongohiroba.wixsite.
com/nihongohirobayaizu

にほんごひろば 相談により決定
学習者の要望に合わせて、マンツーマンでレッスンを
行う。学習者のレベルや希望に合わせてテキストを決
める。

相談により決定 大人 300円／回
事前に主催団体へ
連絡

こどもにほんごひろば
焼津市立和田公民館　工作室
（焼津市田尻1992-2）

子どもの学習支援を行う。
水曜
16:00～17:00

子ども
（小・中学生）

200円／回
事前に主催団体へ
連絡、または直接
会場へ

30

藤枝市役所
（市民文化部　男女共
同参画・多文化共生
課）

安達元志 藤枝市 054-643-3198
danjo@city.fujieda.s
hizuoka.jp

https://www.city.fujieda.sh
izuoka.jp/soshiki/shiminbu
nka/danjokyodo/gyomu/ta
bunkakyousei/1498811404
834.html

藤枝市　日本語講座
藤枝市文化センター
3階会議室
（藤枝市駅前2-1-5）

日常生活に必要な日本語を学ぶ。
入門、初級①、初級②の3クラス制。

土曜
19：00～20：30
4月、8月、12月は休講

誰でも 無料 直接会場へ

31
島田市教育委員会　教
育部　社会教育課

横田川護人 島田市 0547-36-7962
syakaikyouiku@city.
shimada.lg.jp

https://www.city.shimada.s
hizuoka.jp/kurashi-
docs/nihonngo.html

外国人のためのにほんご
教室（Aクラス）

しまだ楽習センター
（島田市栄町4-19
木材会館クラシカ4階）

数え方、日付、あいさつ等、基本的な語彙を学ぶ。日
本語の学習がはじめての方、学びはじめの方向けのク
ラス。

水曜（祝日除く）
19：15～20：45

誰でも 無料 直接会場へ

島田市
外国人のためのにほんご
教室（Bクラス）

しまだ楽習センター
（島田市栄町4-19
木材会館クラシカ4階）

生活場面の話題の中で使える表現や語彙を広げコミュ
ニケーション能力の向上を図る。ある程度話せる、読
める方向けのクラス。

水曜（祝日除く）
19：15～20：45

誰でも 無料 直接会場へ

島田市
外国人のためのにほんご
教室（中級クラス）

しまだ楽習センター
（島田市栄町4-19
木材会館クラシカ4階）

やや高度な文法、表現、語彙、慣用句、長文読解、意
見交換、日本の文化等の話題を学ぶ。

金曜（祝日除く）
19：20～20：50

誰でも 無料 直接会場へ

32 吉田町国際交流協会 岡本隆 吉田町 0548-33-2135
kikaku@town.yosh
ida.shizuoka.jp

吉田町国際交流協会
日本語教室

吉田町健康福祉センター
「はあとふる」
（榛原郡吉田町片岡795-1）

会話を中心としたクラス、日本語能力検定試験に対応
したクラス、漢字の習得を目的としたクラスに分かれ
る。

水曜
19：30～21：00
（月3回）

誰でも 1,000円／年

事前に主催団体へ
連絡
※2020年7月現
在、新規募集を見
合わせ中

33 牧之原市国際交流協会 粂田優 牧之原市 0548-23-0040
seisaku@city.makin
ohara.shizuoka.jp

https://makinoharakoku
sai.wixsite.com/hom

牧之原市国際交流協会
日本語教室

牧之原市相良総合センター
い～ら
（牧之原市須々木140）

各生徒の希望に沿ってマンツーマンまたはグループ
レッスンで日本語学習を行う。日本文化を学ぶ講座も
適宜実施。

水曜
19：30～21：00

誰でも 無料 直接会場へ
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